
国民の「食青への関心度」76．2％（内閣府食青に関する意識調査2020）といった、食に対する高い意識を背景に日本の伝統的な食文化や農産物の高い品質を

直接見て、味わい、日本の農業・農村に思いを馳せて頂くことを目的とした交流企画です。お子様から大人まで幅広い方々を対象に、学びと気づきをテーマ

にした内容です。（食青に関心の高い主婦の方やOL、学生の皆様におすすめの企画です）

閉校した小学校を利用した、どこか懐かしい
雰囲気に包まれる“戸倉しろやまテラス”。地
域のシンボル“城山”の山裾で収穫体験、地元
のお母さんの手ほどきで、ゆず味噌＆こんに
ゃく作り。（出来立てをご賞味ください。）東
京の奥座敷、秋色に染まった“戸倉の里山”の
魅力を堪能いただきます。

●旅行出発日　2020年11月23日（月・祝）

●旅行代金　大人お一人様4．800円

小人お一人様4，600円
※大人：中学生以上／小人：4才以上小学生以下
（中学生以下の方につきましては保護者同伴とします。）
●募集人員　25名（最少催行人員　15名）
※お申込は先着順での受付となります。
●食事　昼1回
●添乗員　同行しません。現地係員がお世話します。
●企画協力　秋川渓谷戸倉体験研修センター

JR武蔵五日市駅

し9∵鳳」R武蔵五日駅　集合 
路線バスにて戸倉バス停へ 
（徒歩7分） 
戸倉しろやまテラス到着 
里芋収穫体験（2株お持ち帰り） 
レストラン「食飲室」にて 

地産料理（ますの塩焼きと地元野 
菜を使ったけんちん汁）の昼食 
ゆず味噌＆こんにゃく作り体験 
戸倉しろやまテラス　出発 
路線バスにて武蔵五日市駅へ 

［16…00］」R武蔵五日市駅解散 

《集合場所への交通（参考）》

東京駅7：37＝JR中央本線＝8：18立川＝

JR青梅線・五日市線9：08＝武蔵五日市駅

「江戸東京野菜」とは、江戸～昭和時代に栽培され、自家採種でタネを
採ることができ、長い年月を経て、その土地の風土に合った野菜です。
収穫しながら江戸東京野菜にまつわるお話も聞きます！（収穫は、練馬
ダイコン・亀戸ダイコン・品川カブ・シントリ菜・馬込三寸ニンジン等、
数種類の野菜を予定しています。）試食は、三河島枝豆の大豆で作ったお
味噌を使用した“すずしろ汁”を予定しています！

●旅行出発日　2020年12月13日（日）
●旅行代金　※小人は大人と同額

Aプラン／大人お一人様5，300円※1名参加（収穫したお野菜1山）
Bプラン／大人お一人様3，000円※2名1グループ参加（お野菜は1山）
Cプラン／大人お一人様2．000円※ご家族3名参加（お野菜は1山）
※1グループ4名の場合、Bプランを人数分お申し込みください。
※お1人様でB，Cのお申込みはできません。※お申込は先着順の受付となります。
※収穫物は、山分けとなります。グループ内で分けて持帰る場合、少量・品目によ

っては不均等になる場合がございます。
●募集人員　20グループ限定。もしくは、40名に達し次第、締め切ります。

（最少催行人員　20名）
●食事　なし　●添乗員　同行しません。現地係員がお世話します。
●企画協力　江戸東京野菜コンシェルジュ協会

京メトロ平和台（有責町1／劃■心■）

こ■ユ3：30］東京メトロ平和台駅集合 

徒歩にて圃場へ移動 
江戸東京野菜ミニ講座 
江戸東京野菜の収穫体験、 
すずしろ汁の試食 

［ユ6；〇〇二1圃場にて解散 

※生育状況により、

収穫・お持ち帰りいただ

く野菜は、変更となる可

能性がございます。

※生産者さんが大切に

育てたお野菜です。

収穫したお野菜は、全て

お持ち帰りいただき、

美味しくお召し上がり

ください！

農と食、ありのままの自然を大切にし、無農薬栽培を行っているファーム・
インきざ山。都心からも近く、気軽に昔ながらの農村体験ができます。冬
にじっくり仕込むとおいしい、「埼玉県産大豆」で作る味噌づくり。（コツ
が必要な大豆の水漬けは、事前に行っているので安心。作ったお味噌はお
一人1kgお持ち帰り！）お昼は、季節のお野菜とお味噌を使って「けんち

ん汁」をいただき、ほっこり温まります。

午後は、じゃがいもを植付けし、春の畑支度ですJ

●旅行出発日　2021年2月13日（土）

●旅行代金　大人お一人様6．000円

小人お一人様5，500円
※大人：中学生以上／小人：4才以上小学生以下
（中学生以下の方につきましては保護者同伴とします。）
●募集人員　25名（最少催行人員　15名）
※お申込は先着順での受付となります。
●食事　昼1回
●添乗員　同行しません。現地係員がお世話します。
●企画協力　ファーム・インさぎ山

ファーム・インきざ山（さいたま市）

［9：451ファーム・インさぎ山集合 

農家のお母さんと味噌づくり 
（作ったお味唱1kgお持ち帰り） 
お昼ごはんづくり 

季節野菜で作るけんちん汁の昼食 
じゃがいもの植付け体験 

号∴罰］現地解散 
《集合場所への交通（参考）》

【浦和駅・東浦和訳・大宮駅］各駅より路線バス
乗車。いス停】代山下車、徒歩2分。（代山に
集合後、体験施設へご案内します。詳細は最
終のご案内でお知らせします。）

・‥乍‾■一二∴声

各写真提供：

秋川渓谷戸倉体験研修センター



当会は、GoToトラベルキャンペーンの登録業者となっております。当キャンペーン適用企画は、右の公式ロゴを記載しております⇒
・国土交通省、観光庁協力のもと、感染リスクを避けながら安全に旅行をするための留意点がまとめられました。感染リスクを避けて安心で楽しいご旅

行にするた釧こ、新しい旅のエチケットのご協力をお願いします。（https：／／www．iata－net．Or．jp／virus／pdf／2006JleWqetiqtourismleanet．pdf）

・今後、感染状況の著しい拡大があり、感染の状況がステージ3相当に引き上げられるなどの動きが出てきた場合には、政府全体の方針に基づき、東京

都を含めた全ての都道府県で対象外とするかどう．かの判断が改めて行われる場合がございます。
＜注意事項＞※ご一読の上、お申し込みください。

給付金の受領について：国からの給付金はお客様に対して支給されます。当会およびGoToトラベル事務局給付金をお客様に代わって受領（代理受領）致
しますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただきます。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準とし
て所定の取消料を申し受けます。お客様は、当及びGoToトラベル事務局による代理受領についてご了承のうえお申し込みください。また、10月1日

以降出発の企画では、別途ご旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与される予定です。
＜東京都在住のお客様へ＞
・東京都が目的地となっている旅行と東京都に居住する方の旅行について、10月1日以降に開始する旅行より支援対象とすることが決まりました。

詳細は、お申込み時にお問い合わせいただくか、当会HPにてご確認ください。
・制度の詳細に関しては、GoToトラベルキャンペーン公式HP（https：／／goto．jata－net．Or．jp／）にて、ご確認ください。

・Gotoトラベルキャンペーンは、9月18日時点の政府発表の取扱要領に基づき掲載しております。変更が生じた場合には改めてご案内申し上げます。

本ガイドラインは、農泊地域における本会の体験交流事業の参
加者・関係者の皆様ならびに弊会職員の感染拡大を防止し、健
康を守るため、基本的事項を整理したものです。なお感染症の
動向や対処方針の改定等を踏まえ適宜必要な見直しを行いま
す。最新情報はホームページ（https：／／www．znk．or．jp／）にて掲

載しておりますのでご覧くださ

【添乗員の対応】
・体調不良の添乗員は従事させません。

・マスクおよびフェイスシールドの着用を行い、飛まつ感染防止に努めます。

・手洗いうがい・アルコール消毒などの衛生管理を徹底します。

・お弁当なじお客様全員に配布する際は、使い捨て手袋を使用します。

・スタンプカードやアンケートの回収ボックス設置、バッチ等の配布物

あらかじめ席に置いておく等、接触回数を減らすよう努めます。

【お客様にお願いすること】

○全体　・企画中はお客様自身での体調管理をお願いします。
・こまめに手洗い・うがいをして、衛生管理をお願いします。

・マスクの着用をお願いします。食事の際も直前までは外さないよう、ご協力ください。

・使用済みのマスクは、ご自宅までお持ち帰り頂くようお願いします。

・飛まつ感染防止のため、ソーシャルディスタンス（できるだけ2m、最低1m）の

確保に努めてください。
・体調が悪い場合は、ご参加を辞退いただくことをご理解ください。

○集合時・集合時に、非接触型検温器等、お客様全員の体調確認をさせていただきます。

確認させて頂く質問例：体調（発熱・味覚・咳）、コロナ接触有無、海外渡航有無等

○飲食時　・取り皿やお酌や盃の使い回しは、控えていただきます。
・援農隊での交流会は、時節柄、開催しないこととします。

○宿泊時　・シャンプーなど消耗品・アメニティ（歯ブラシなど）はご持参ください。

モ 美しい日本の農村と安全で質の高い日本の農業を守るた

過疎化・高齢化により担い手不足が深刻な日本の農山漁村を応援するために、作業支援をして頂く都市住民のボランティアを募り、作物や土に触れ、

農家との交流を通じて食と農の理解を深めて頂くことを目的としています。（日本の農業に役立ちたい、農家との交流で本物の農を理解したい、緑と

土に触れて健康的な生活をしたい、といったニーズに対応した企画です）

箇りんご総採り収穫隊★。。，。トラへ冊一儲支援対轟 ����覇■■■■■曙ド積謂 
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の勝負で、農家さんは猫の手も借りたいほ 
一年間大切に育てたりんご。鈴なりになっ 

さ二王読転濃＿壷〉▼＿意義JAながの豊田支所 」を 
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孟宗・三七ノえ 

●お支払実額：お一人様 ＜2日間＞旅行代金13，800円 旅行代金への給付金4．830円 お支払実額8，970円 ＜3日間，芸芸芸芸ク‾ボン，；：；33冨　蔓 旅行代金への給付金6，720円 お支払実額12，480円 �野警警ン， 獄＿モ・表義翔‾■ ん≦：．遜ダ �ご鼓八㌔く－ ㌫謎 ．諾 �ノ′ダ ‘〆■； 遠く．∈暴漂 、＼さ欝‾∈ 戚…・こ 

2 �（3日間コース） 

盗難 ��持用〇二≡朝食後、豊田地区へ移動 各農家でりんご収穫作業、他作業 昼食は各農家にて 

二∴肇 ��（2日間コース） n3：1封」Aながの豊田支所集合 オリエンテーション後、農家に合流 （共通） 

‡ 蕗一璧‾ r■王 ��甘㍗言明作業終了、民宿にて夕食 　　戸狩地区（泊） 食事†卜［3日間］朝○昼○夕○ ［2日間］朝×昼×夕○ 

地域共通クーポン　3，000円 �� 

●募集人員各班27名（最少催行人員各班15名） ※18歳以上限定（但し保護者同伴の場合のみ中高生も可。）1ぎく‘＼‘∴ ※お申込は先着順での受付となります。」，一 ●食事2日間：朝1回、昼1回、夕1回 3日間：朝2回、昼2回、夕2回 ：≡≡3ま等ご蓋蓋憲憲誌屋となります。陸野 山明ニー、畠なl ��睦、攣 ．三塞 �十 泡 ・憲ノ 転一一’、議三 

3 �ほ日朝朝食後、豊田地区へ移動、 各農家でりんご収穫作業、他農作業 ［ユ2用〇］作業終了、各農家にて昼食 後、解散 　食事丁卜朝○昼○夕× 

《集合場所への交通（参考）》 【鉄道利用】東京駅10：32＝はくたか＝12：07 野駅12：34＝JR飯山線＝替佐駅13：03 替佐駅下車徒歩3分 【マイカー利用】上越自動車道豊田飯山ICよ 約15分 
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●添乗員全†丁程同汀致します。 ●企画協力JAながの l鐘lb　　ヽ昌　　一♪ �・歪韻空，一∫ノ′、紋． 一評議－‾、・蕊＿、‡ ���欝．士L 
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～初心者の方にもおすすめ、気軽にできる日帰り援農～

年中温暖で、10月～翌年の6月ごろまでさまざまな柑橘
類が収穫できる伊東市。なかでも、柑橘のダイダイ（橙）
は全国有数の産地。ダイダイの実は、冬が過ぎても木から
落ちず、新しい実と混在することから「だいだい（代々）」
と名付けられ、縁起物としてお正月飾りなどに使用されて
います。農家さんと交流しながら、収穫をお手伝いしてみ
ませんか？

●旅行出発日　2020年11月28日（土）

●旅行代金：お一人様　　3．500円
●申し込締切日　2020年10月28日（水）
●募集人員　10名（最少催行人員　8名）
※抽選の企画となります。

当選された方のみにご案内をお送り致します。
※18歳以上限定（但し保護者同伴の場合のみ中高生も可。）
●食事　昼1回
●添乗員　全行程同行いたします。
●企画協力　J Aあいら伊豆
●後援　伊東市
※雨天時は収穫が出来ないため中止となります。

中止の場合は、前日の夕方までにお電話にてご連絡いたします。

R宇佐美駅／宇佐美コミュニティセンター

no：00］（公共交通利用の方）宇佐美駅集合 
［10ニ15］（マイカー利用の方）宇佐美コミュニティセンター集合 

オリエンテーション、着替え後、各農家へ移動し 
収穫作業、他農作業（昼食は各農家にて） 
作業終了 

［16：00］（マイカー利用の方）宇佐美］ミュ二ティセンター解散 

持6；3別（公共交通利用の方）宇佐美駅解散 
《集合場所への交通（参考）》
【鉄道利用】
東京駅8：27＝こだま＝9：12熱海駅9：40＝伊東線＝9：57宇佐美駅　／
東京駅7：42＝東海道本線＝9：31熱海駅9：40＝伊東線＝9：57宇佐美駅

【マイカー利用】宇佐美駅より車で3分（横浜方面より約2時間）

～初心者の方にもおすすめ、気軽にできる日帰り援農～

神奈川県南西部、里山の景色が残る大井町。この時期は、丘陵地のみかん畑が一面黄色
く色づきます。しかし、農家さんの高齢化によってなかなか作業が捗らないのが現状。
美味しいみかんと美しい里山を守るため、収穫のお手伝いに行きませんか？

●旅行出発日　2020年【1薇】12月　5日（土）

【2薇】12月11日（金）
●お支払実額：旅行代金　　　　6，800円

旅行代金への給付金　2．380円

お支払実額　　　　4，420円

地域共通クーポン　1．00□円
●申し込締切日　2020年11月5日（木）
●募集人員　各班20名（最少催行人員　各班17名）
※18歳以上限定（但し保護者同伴の場合のみ中高生も可。）
※お申込は先着順での受付となります。
●食事　昼1回　●添乗員　全行程同行いたします。
●利用予定バス会社　神田交通又は松田合同自動車
●企画協力　神奈川県　大井町
※雨天時は収穫が出来ないため中止となります。
中止の場合は、前日の夕方までにお電話にてご連絡いたします。

新松田駅／大井町四季の里

甘咄（公共交通利用の方）新松田駅集合、 
四季の里へ移動 

甘30］（マイカー利用の方）四季の里集合 
オリエンテーション、着替え後、各農家へ 
移動し、みかん収穫作業、他農作業 
昼食は現場でお弁当 
作業終了、四季の里へ移動、着替え 

［16：30二盲（マイカー利用の方）四季の里にて解散 
［16：縄］（公共交通利用の方）新松田駅にて解散 

《集合場所への交通（参考）》
【小田急線（急行）利用】
＜土休日＞新宿7：23＝7：55町田8：00＝8：43新松田

＜平日＞新宿7：19＝8：47新松田

～初心、者の方にもおすすめ、気軽にできる日帰り援農～

美しい海岸が有名な千葉県鴨川市。黄色く色づいたみかん畑など、里山の景色も
見ることができます。日光をたくさん浴びて育った鴨川のみかんは、味の濃さ・
香りの強さが自慢。しかし、収穫作業が遅れると烏やサルがみかんを食べてしま
い、みかんの木にも悪影響が。皆さんのお手伝いをお願いします！

●旅行出発日　2020年12月8日（火）

●お支払実額：旅行代金　　　　4，200円

旅行代金への給付金1．470円
お支払実額　　　2，730円

地域共通クーポン
●申し込締切日　2020年11月9日（月）
●募集人員　15名（最少催行人員　8名）
※お申込は先着順での受付となります。
※18歳以上限定
（但し保護者同伴の場合のみ中高生も可。）
●食事　昼1回
●添乗員　全行程同行いたします。
●利用予定タクシー会社　鴨川タクシー
●企画協力　鴨川市農林業体験交流協会

円

安房鴨川駅／みんなみの里

持M朝（公共交通利用の方）安房鴨川駅集合 
［1015〕（マイカー利用の方）みんなみの里集合 

オリエンテーション、着替え後、各農家へ 
移動し、みかん収穫作業、他農作業 
昼食は現場でお弁当 

作業終了、みんなみの里へ移動、着替え 
［ユな30］（マイカー利用の方）みんなみの里にて解散 
持5演5］（公共交通利用の方）安房鴨川駅解散 

《集合場所への交通（参考）》
【高速バス利用】※予約不要。
東京駅八重洲口7：35＝京成バス　アクシー号＝安房鴨川駅9：59

【」R利用】
東京6：33＝京葉線快速7：14蘇我7：18＝外房線＝安房鴨川9：17



＜バス車内はゆったり！＞安心してご参加いただける様、お一人様二座席の確保を務めます。

【ふるさと倶楽部会員証】
ふるさと体験交流企画の添乗員付き企画にご参加いただくと、「ふるさと倶楽部」の参加証を発行いたします。

ご参加毎に日帰りコースは1個、宿泊コースは2個押印します。スタンプ5つで季節のお野菜と交換できます。

群馬県の西部、荒々しい岩肌の妙義山のふもと。ネギといえば下
仁田。とろけるような舌触りと甘味が特長のネギを収穫し、さら
にネギ入りの“すき焼き”を召し上がれ！また、高崎では特長の“国
分にんじん”“国府白菜”を収穫しにいきましょう。

●旅行出発日　2020年12月10日（木）

●お支払実額：旅行代金　　　14，500円

旅行代金への給付金　5，080円

お支払実額　　　　9，420円

地域共通クーポン　2，000円
●募集人員　22名（最少催行人員　12名）
※お申込は先着順での受付となります。
●食事　昼1回
●添乗員　全行程同行いたします。
●利用予定バス会社　日の丸自動車興業又は
東京ヤサカ観光バス又はメモリー観光バス

●企画協力　下仁田町

栃木県

JR斬宿駅

」R新宿駅出発
道の駅しもにた（下仁
田ねぎ収穫・お買物）
下仁田ねぎ入りすき焼
きの昼食
国分にんじん・国府白
菜収穫体験

［17：30］」R新宿駅解散

肉厚で味が濃い原木しいたけ栽培見学に“金結晶”が特徴の小砂焼
の製陶所を訪れます。色白でえぐみが少なく甘みが特徴の軟化ウ
ドを1本収穫しお持ち帰り頂きます。しいたげのお持ち帰り（2個～6個）

は、生育状況により「菌床しいたけ」に変更される場合がございます。

●旅行出発日　2021年3月6日（土）

●お支払実額：旅行代金　　　15，000円

旅行代金への給付金　5．250円

お支払実額　　　　9，750円

地域共通クーポン　2，000円
●募集人員　22名（最少催行人員　12名）
※お申込は先着順での受付となります。
●食事　昼1回
●添乗員　全行程同行いたします。
●利用予定バス会社　日の丸自動車興業又は
東京ヤサカ観光バス又はメモリー観光バス

●企画協力（株）大田原ツ1リズム

JR錦糸町駅

3〔）i 」R錦糸町駅集合
きらり佐久山農産物
直売所（お買物）
軟化ウド収穫体験
地元食材を使用の昼食
藤田製陶所（小砂焼見学）
原木しいたけ栽培見学
［18：30」」R錦糸町駅解散

■農作業の内容は天険の影書や生育状況、畑の状況、農作業上の那含により変更ヰ止となる場合があり洗す．※コース乳潤されnlる喝潤は目安であり．交遡事情や天候等の影響で変更になる等念が諮り許す●

◆機会旅行錬削縫轍者と胤お老機のご旅行を取り扱う店舗での旬汚lに関する1任者です．このご旅行に関してご不恥点がありましたう、融なく下記の敬蹟琶鞘におたすね下乱1．◆大人は中学生以上の瓦か人は4離以上か学生以下の方（JR厭
望兼を利用するプランにつきましては3線楓上相対1となり家す．また．2～4脚の幼児につ蟹まして凱J俣座席鞘として1日につき2．00即姥申し受けます．起し．J闇岬するフランやコース鞠こ乳脚金の緋がある等青さ、当該料金を適用し許す・
◆旅行代轟に含まれるものこ行程表に表示した徒復交漬、食事．宿浪托，入場、偉隷書軋　◆働合，解散フラン」の交通鶉は告白負担となります廿　◆定員に隠り次締め切ります臥和，ンセル持ちは申U静ブます◆　◆中学生以下の方こ督密ましては保護

者蒋伴としぎず．◆削輪予定パス会社臥当会「貸切バス会社リストパ当会ウェブサイ汚　htt昏〝W切付ヱnk．Ⅳjがを礁くだ乱1．ウェブサイト密己矧こなれない方臥当会まで磨尚合わせくだ乱1．

■旅行企頭い欒施（お申込み・お問合せ）

菓祭願事柴穏旅行椎裾845琴

仁椴社団法人〕全国農協観光協会
〒10ト〔旧21東京都千代田区外神田1－16－8　Nツアービル4階

警欝芸…慧芸芸孟芸三滴卜西稚則　塵芸菅笠管主

東京発雷トTELO3・529710322　E・メール‥ZennOUkon㊥i・Znk．jp
l責付阿剛9：30－17：00（土眉祝日蕎く）FAX．03・5297・0260

～国内旅行保険加入のおすずめ－ 

お等瞳が苗椰旅　行行　剥剥こ急激かつ偶然な外来の事故懲ナがをした場合，多験の治療1、秒遺書響かか鯛ことがあります．露た 

事故の嘲急．加害者への照償馨韓求や班償金閏収が困難な場合があり読す．これらの移送先、来た、死亡■後1症障害等を硯胃管る 

渓内用こお客横線身で抽入法れること窄お勤めしてい諌首，臨内遷尉亨保険につし昭彦．葬金魚鼠にお園い会わせください． 

全国農協観光協会 佃駆：押仰梱∬ぬ叫が

爪－ムページからのお申込みはクレジットカード（AMEX、JCBモ曝く）決漬となります小

FAX、Eメール、ハガ牛にてお申込凋合は①企蓉名③希望出発日③氏名（フリガナナ

㊨蛸⑳年齢⑥郵便露号・ご任所細番号・FAXを珊ください．t蓼滋者全員分）

この旅行条件は、2020年9月17日現在の運賃・料金を基準としています。

私闘謡、たしまも

駕お客様の状況によっては当初の手配内矧に湧茅れてい恕い特別な度盛儲露が必要になる可階陰があり課す中鉢紐は「旅行条件憩」の

紬iお申込み集倖」を匿琵の上、特別な記藤津帯び必要となる可鰍がある方はご相談させていただきますので、必ずお悶し出ください¢


